
東京電機大学 同窓会
平成 25年度第 5回 幹事会 議事録

開 催 日 時 平成 26年 1月 28日 (火) 18:30～19:20

開 催 場 所 東京千住キャンパス 1号館 2階 校友会会議室

参 加 者

(順 不 同)

柳田 裕二、相原 浩一、小島 一記、枡川 重男、福嶋 邦夫、山本 隆洋、高見澤 計夫、

三井 和幸、前田 治、石 泰司、野島 謙之助、鈴木 迪子、大舘 昌男、本橋 光也、野

村 章次、平山 文雄、内田 茂、野崎 隆、桑谷 佳容、松本 健治、福澤 智、松 裕

一、大野 孝、早水 俊樹、土佐 壯一、佐藤 達則 (合計 26名)

配 布 資 料 1. 大学同窓会 H25年度 (第 5回)幹事会レジュメ

2. 各種活動協賛申請書 (2通)

議 事 内 容 作成者 松 裕一

I. 挨拶

柳田会長より平成 25年度も残り少なくなってきたが、重要な行事があるので協力をお願いしますとい

う挨拶が行われた。

II. 議事録確認及び出欠簿

福澤副委員長より前回議事録が紹介され、特に意見はなく議事録は承認された。また、今回の幹事会に

対しては、出席 25名、欠席 6名の連絡があったが、9名の方からは何の連絡もなかったことが報告さ

れた。

III. 役員・委員長連絡会

下記の通り役員・委員長連絡会を開催したことが小島副会長より紹介された。

• H25年度第 5回

日時: 11月 12日 18:30－ 20:30

参加者 (9名): 柳田、枡川、福嶋、野村、松 、平山、松本、相川、小島

主な内容: OB交歓会 (11/4鳩山)等の実施報告、校外幹事会の準備状況と役割分担確認

• H25年度第 6回

日時: 1月 21日 18:30－ 20:30

参加者 (10名): 柳田、福嶋、山本、野村、松 、大野、平山、松本、田中、小島

主な内容: 校外幹事会 (11/30-12/1)の報告、就職セミナ準備 (2/8)、会計監査準備、総会準備 (4/19)

IV. 校友会関係、他の活動、報告

前回の幹事会 (10月 23日)以降、下記の行事が開催され参加したことが会長から報告された。

• 11月 30日及び 12月 1日 校外幹事会 (那須高原で開催)

• 1月 6日 新年互礼会

• 1月 23日 TDU企業セミナー (千葉ニュータウンキャンパス)

• 1月 25日 職域電機会会長会
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V. OB交歓会、ホームカミング、丹羽賞・同窓会賞

平山副委員長から、下記の報告が行われ、協力に感謝する旨の発言があった。また、野村委員長より、

その際に丹羽賞・同窓会賞の表彰があったことの報告が行われた。

•東京千住キャンパス ホームカミング支援報告 (幹事 17名が参加)

•埼玉鳩山キャンパス OB交歓会 開催報告 (幹事 15名が参加)

VI. 校外幹事会報告

平山副委員長から、三十数名が参加して 11月 30日 (土)～12月 1日 (日)に那須塩原温泉で校外幹事会

を行い、親睦を深めることができたとの報告が行われた。

VII. メーリングリスト サービス更新について

2014年 5月で Yahooのサービスが廃止されるので、その代替を現在検討中であることが報告された。

これに対し現在と同じ様に電子メールで連絡を行うシステムは維持して欲しいという発言があった。

VIII. 第 36回就職セミナーの確認

2014年 2月 8日 (土) 13時～18時に開催される就職セミナーについて次の説明が行われ、参加者の確

認をした。

ホテルグランドパレス (九段下) 3階蘭の間に 11時に集合し、昼食を取りながら打ち合わせを行う。当

日の役割分担はその際に発表される。懇親会の役割分担は、司会が山本会計役員、中締めが福嶋会計役

員で進行予定。

参加幹事 (26名)

柳田、小島、山本、福嶋、高見澤、前田、野島、福田、鈴木、大舘、石 、西川、野村、平山、内田、

野崎、山名、松本、松 、相川、 土佐、早水、佐藤、本橋、三井、桝川

IX. 会計監査

2014年 4月 5日 (土)に会計役員、正副会長、浅見事務局長、伊藤会計事務担当立会いのもと会計監査

を行う予定であることが報告された。

X. 同窓会規定類の改正

昨年の総会で会則の改正が行われ、準会員が在学会員と変更されたので、規定類の改正が必要となっ

た。他にも変更すべき箇所を含めた第 1次改正案ができたので、総務委員会で今後検討を行っていく。

提案できるものができたら幹事会で検討をお願いする旨の報告が松 委員長より行われた。

XI. 特別講演会、総会及び懇親会の実施概要

福嶋会計役員から、昨年同様に開催するとのことで、説明が行われた。細かいタイムテーブルや各幹事

の役割分担等は次回に発表する予定である。

•日程 2014年 4月 19日 (土)

•場所 東京千住キャンパス 1号館 2階 丹羽ホール (特別講演会、総会)
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1号館 1階 100周年ホール (懇親会)

•特別講演会

– 講演者 元 NHKアナウンサー 松平定知氏

– 演題「その時歴史は動いた」の現場から

– 役割分担

1. 広報委員会

特別講演会のポスターの作成。商店街、私鉄駅等 (東武、東武トラベル)へのポスターの掲示。

同窓会 HP及び Facebookへの掲載と学園 HPからのリンク設定。

特別講演会、総会及び懇親会の申込 HPの準備。

2. 事業委員会

特別講演会の開催案内の作成。 関東近県の校友会員へのメールによる案内送付。居酒屋等へ

のポスターを掲示。

(校友会を通して)足立区報に案内の掲載。学内のサイネージに掲載。

総会及び懇親会の式次第の作成。 会場用のプレゼン資料作成。 招待者への招待状発送。

3. 当日作業

＜事業委員会＞

受付。 来訪者、招待者、講師の誘導。 壇上レイアウト準備。マイク、映像装置の準備。

＜広報委員会＞ 特別講演会、総会及び懇親会の実施状況の記録。

＜在学会員支援委員会＞ 総会で表彰する同窓会特別賞の贈呈団体の検討、選定。

＜総務委員会＞ 幹事へのネームプレートの配布。 総会議事録の作成。

大野広報委員長が、作成した特別講演会のポスターをディスプレーに表示し、説明を行った。これに対

して「事前登録不要」及び「問合せ先」を記載する必要は無いかとの質問がだされたが、不要とした。

卒業生でない一般の方が特別講演会に来られたときは、名前だけ記載して貰うことになる。

ポスターは松平氏の了承を頂いている旨会長より紹介があった。

また、足立区報に掲載する案内が 2乃至 3行であることに対し、料金を支払ってスペースを確保する

ことはできないかとの質問があったが、難しいとのことであった。足立区と言っても広いので、北千住

界隈の地元の人に宣伝すべきで、地元にポスターを掲示する等の方が区報より効果があるのではない

かという意見もあった。

ポスターを纏めて印刷するのであれば、校友会を通して足立区 (長、広報課)又は商店街の会長にお願

いして、ポスターをしかるべき場所に掲示して貰うという方法もあるのではないかという意見がださ

れた。

尚、上記とは別に、次の役割分担が発表された。

•特別講演会
– 司会 松本委員長
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•総会
– 司会 松本委員長

– 議長 柳田会長

– 活動・計画報告 相原副会長

– 決算・予算報告 山本会計役員、福嶋会計役員

– 会計監査 高見澤会計監査、本橋会計監査

– 同窓会賞表彰の司会 野村委員長

•懇親会
– 司会 平山副委員長

•総会資料作成
– 事業報告、事業計画 ＜相原副会長＞

– 決算報告、予算計画 ＜山本会計役員、福嶋会計役員＞

– 会計監査報告 ＜高見沢会計監査、本橋会計監査＞

– 同窓会特別賞の審議 ＜在学会員支援委員会＞

会則では、「総会の議長は、出席者から選出する。」となっているので、柳田会長を内定しておく。ま

た、相原副会長より、各委員会で来年度に何か新しいことを実施したいというものがあれば、活動計

画のトピックスとして加えることを検討するので、連絡頂きたいとの発言があった。同窓会特別賞は、

次回 3月 18日に審議する事とした。

XII. イベント支援

野村委員長より、第 3回イベント申請で応募のあった次の活動に 8万円の協賛を行いたいとの発言が

あり、了承された。イベント支援の今年度予算は 50万円であり、決算額は 8万円× 4 = 32万円との

こと。

尚、各種活動協賛申請書に申請額の欄を設けるべきとの意見がだされので、書式の見直しを行うこと

にした。

•本田宗一郎杯 Hondaエコマイレッジ チャレンジ 2013第 33回全国大会

• Pico-EVエコチャレンジ 2014

XIII. その他

会長から、幹事全員分の赤のストラップが付いた名札を新たに作成したので、2月 8日の就職セミナー

のときから使用するとの発言があった。

以上

今後の幹事会 (第 6回び第 7回)

場所: 東京千住キャンパス 1号館 会議室

(第 6回) 日時：2014年 3月 18日 (火) 18：30から (3/18は卒業式が行われる)

(第 7回) 日時：2014年 4月 15日 (火) 18：30から

(総会) 日時：2014年 4月 19日 (土)
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